
令和4年度　各市区町の赤十字業務担当窓口

No. 地区名 分区名 郵便番号 所在地 ☎ ＦＡＸ 担当課　１ 担当課２

1 神戸市地区本部 650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 (代)078-331-8181 078-322-6039 神戸市福祉局 くらし支援課

2 東灘区 658-8570 神戸市東灘区住吉東町5丁目2番1号 (代)078-841-4131 078-841-5553 神戸市東灘区 総務部まちづくり課

3 灘区 657-8570 神戸市灘区桜口町4丁目2番1号 (代)078-843-7001 078-843-7011 神戸市灘区 総務部まちづくり課

4 中央区 651-8570 神戸市中央区東町115番地 (代)078-335-7511 078-335-7488 神戸市中央区 総務部まちづくり課

5 兵庫区 652-8570 神戸市兵庫区荒田町1丁目21番1号 (代)078-511-2111 078-511-6496 神戸市兵庫区 総務部まちづくり課

651-1195 神戸市北区鈴蘭台北町1丁目9番1号 (代)078-593-1111 078-593-6232 神戸市北区 総務部まちづくり課

北神区役所 651-1302 神戸市北区藤原台中町1丁目2-1 (直)078-981-5377 078-981-5420 神戸市北神区役所 市民課

7 長田区 653-8570 神戸市長田区北町3丁目4番地の3 (代)078-579-2311 078-579-2335 神戸市長田区 総務部まちづくり課

8 須磨区 654-8570 神戸市須磨区大黒町4丁目1-1 (代)078-731-4341 078-731-4362 神戸市須磨区   

須磨区 北須磨支所 654-0154 神戸市須磨区中落合2丁目2番5号（名谷ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ4F） (代)078-793-1212 078-795-4536 神戸市須磨区役所　北須磨支所市民課　

9 垂水区 655-8570 神戸市垂水区日向1丁目5番1号 (代)078-708-5151 078-708-5106 神戸市垂水区 総務部まちづくり課

10 西区 651-2295 神戸市西区糀台５丁目４-１ (代)078-940-9501 078-991-5538 神戸市西区 総務部まちづくり課

11 姫路市 670-8501 姫路市安田4丁目1番地  (直)079-221-2304 079-221-2489 姫路市　健康福祉局　保健福祉部保健福祉政策課

12 尼崎市 660-8501 尼崎市東七松町1-23-1　尼崎市役所　 (直)06-6489-6348 06-6489-6329 尼崎市　健康福祉局福祉部 福祉課

尼崎市 中央支所 660-0892 尼崎市東難波町2丁目14番1号中央北生涯学習プラザ内 (直)06-6482-1790 06-6489-9300 社会福祉協議会　中央支部

尼崎市 小田支所 660-0802 尼崎市長洲中通1丁目6番10号小田南生涯学習プラザ内 (直)06-6488-5443 06-6488-5459 社会福祉法人　尼崎市社会福祉協議会　小田支部

尼崎市 大庄支所 660-0076 尼崎市大島3丁目9-25 大庄北生涯学習プラザ内 (代)06-6419-8225 06-6419-8226 社会福祉協議会　大庄支部

尼崎市 立花支所 661-0013 尼崎市栗山町2丁目25-28 立花南生涯学習プラザ内 (代)06-4950-5007 06-6429-7007 社会福祉協議会　立花支部

尼崎市 園田支所 661-0984 尼崎市御園1-23-8 園田庁舎内 (直)06-6491-2361 06-6491-2364 社会福祉協議会　園田支部

尼崎市 武庫支所 661-0041 尼崎市武庫の里1丁目13番29号 武庫西生涯学習プラザ内 (代)06-6431-7884 06-6431-9542 社会福祉協議会　武庫支部

13 明石市 673-8686 明石市中崎1丁目5-1 (代)078-912-1111 078-918-5106 明石市　福祉局　福祉政策室 福祉総務課

14 西宮市 662-0913 西宮市染殿町8番17号　西宮市総合福祉センター２階 (代)0798-34-3363 0798-23-3910 社会福祉法人　西宮市社会福祉協議会 地域福祉課

15 洲本市 656-8686 洲本市本町三丁目4番10号 (直)0799-26-1166 0799-22-1690 洲本市　健康福祉部 福祉課 福祉総務係

16 芦屋市 659-8501 芦屋市精道町7番6号 (代)0797-31-2121 0797-38-2160 芦屋市役所　福祉部 地域福祉課

17 伊丹市 664-0014 伊丹市広畑3丁目1番地　 (直)072-779-8512 072-777-0722 社会福祉法人　伊丹市社会福祉協議会　 総務課 

18 相生市 678-0031 相生市旭1丁目6番28号　相生市立総合福祉会館内 (直)0791-22-7166 0791-23-4596 相生市　健康福祉部 社会福祉課　援護福祉係

19 豊岡市 668-0046 豊岡市立野町12-12　 (代)0796-23-1111 0796-24-4516 豊岡市　健康福祉部 社会福祉課

20 加古川市 675-8501 加古川市加古川町北在家2000 (代)079-421-2000 079-421-2063 加古川市　福祉部 高齢者・地域福祉課　地域福祉係

21 たつの市 679-4192 たつの市龍野町富永1005-1 (代)0791-64-3131 0791-63-0863 たつの市　健康福祉部 地域福祉課

22 赤穂市 678-0292 赤穂市加里屋81番地 (代)0791-43-3201 0791-45-3396 赤穂市　健康福祉部 社会福祉課

23 西脇市 677-8511 西脇市下戸田128番地の1 (代)0795-22-3111 0795-22-6037 西脇市  福祉部 社会福祉課　総務担当

24 宝塚市 665-0825 宝塚市安倉西2-1-1 (直)0797-86-5000 0797-86-5069 社会福祉法人　宝塚市社会福祉協議会 企画人事課

25 三木市 673-0492 三木市上の丸町10番30号　 (代)0794-82-2000 0794-82-9943 三木市役所　健康福祉部 福祉課

26 高砂市 676-8501 高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号 (直)079-441-9006 079-443-3144 高砂市　福祉部　人権福祉室 地域福祉課

27 川西市 666-8501 川西市中央町12-1 (代)072-740-1111 072-740-1311 川西市　福祉部 地域福祉課

28 小野市 675-1380 小野市中島531番地 (代)0794-63-1000 0794-63-1204 小野市　市民福祉部 社会福祉課

29 三田市 669-1595 三田市三輪2-1-1 (代)079-563-1111 079-563-7776 三田市役所　共生社会部　福祉共生室 地域福祉課

30 加西市 675-2395 加西市北条町横尾1000番地 (代)0790-42-1110 0790-43-1801 加西市役所　健康福祉部 福祉企画課

31 篠山市 669-2397 丹波篠山市北新町41番地 (代)079-552-1111 079-554-2332 丹波篠山市役所　保健福祉部 長寿福祉課　

32 養父市 667-8651 養父市八鹿町八鹿1675 (直)079-662-3162 079-662-2601 養父市　健康福祉部 社会福祉課

33 丹波市 669-3602 丹波市氷上町常楽221番地 (直)0795-88-5276 0795-88-5283 丹波市役所 本庁 第２庁舎 健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係

34 南あわじ市 656-0492 南あわじ市市善光寺22番地1 (直)0799-43-5216 0799-43-5316 南あわじ市役所　市民福祉部 福祉課

35 朝来市 656-2292 淡路市生穂新島8番地 (代)0799-64-0001 0799-64-2561 淡路市役所　健康福祉部 福祉総務課

36 淡路市 671-2573 宍粟市山崎町今宿5番地15 (代)0790-63-3000 0790-63-3140 宍粟市　健康福祉部 社会福祉課

37 宍粟市 669-5292 朝来市和田山町東谷213番地1 (直)079-672-6123 079-672-4109 朝来市　健康福祉部 社会福祉課

38 加東市 673-1493 加東市社50番地 (代)0795-42-3301 0795-42-6862 加東市　健康福祉部 福祉総務課

39 阪神北 665-0032 宝塚市東洋町2番5号 (直)0797-61-5176 0797-61-5188 兵庫県阪神北県民局　宝塚健康福祉事務所 福祉課

40 阪神北 猪名川町分区 666-0292 川辺郡猪名川町上野字北畑11-1 (代)072-766-0001 072-766-8895 猪名川町役場　生活部 福祉課

41 東播磨 675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1（加古川総合庁舎内） (直)079-421-9118 079-422-7589 東播磨県民局　加古川健康福祉事務所監査・地域福祉課

42 東播磨 稲美町分区 675-1115 加古郡稲美町国岡1-1 (代)079-492-1212 079-492-8030 稲美町　健康福祉部 地域福祉課　

43 東播磨 播磨町分区 675-0182 加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号 (代)079-435-0355 079-435-0831 播磨町役場 福祉グループ　

44 北播磨 673-1431 加東市社字西柿1075-2 (代)0795-42-5111 0795-42-4050 兵庫県北播磨県民局　加東健康福祉事務所 監査・福祉課

45 北播磨 多可町分区 679-1114 多可郡多可町中区岸上281-51　多可町健康福祉センター (代)0795-32-2380 0795-32-1937 多可町役場　健康福祉センター 健康課

46 中播磨 670-0947 姫路市北条1-98　兵庫県姫路総合庁舎　別館2階 (直)079-281-9214 079-224-3037 兵庫県中播磨健康福祉事務所 監査・地域福祉課

47 中播磨 市川町分区 679-2392 神崎郡市川町西川辺165番地の3 (代)0790-26-1010 0790-26-3121 市川町役場 健康福祉課　

48 中播磨 福崎町分区 679-2280 神崎郡福崎町南田原3116-1 (代)0790-22-0560 0790-22-5980 福崎町役場 福祉課

49 中播磨 神河町分区 679-3116 神崎郡神河町寺前64番地 (代)0790-34-0001 0790-34-1556 神河町役場 住民生活課

50 西播磨 679-4167 たつの市龍野町富永1311-3 (直)0791-63-5136 0791-63-9225 兵庫県西播磨県民局　龍野健康福祉事務所地域福祉課

51 西播磨 太子町分区 671-1592 揖保郡太子町鵤280番地1 (直)079-277-1013 079-277-6031 生活福祉部 社会福祉課

52 西播磨 上郡町分区 678-1292 赤穂郡上郡町大持278番地 (代)0791-52-1111 0791-52-6015 上郡町役場 健康福祉課

53 西播磨 佐用町分区 679-5380 佐用郡佐用町佐用2611番地1 (代)0790-82-2521 0790-82-0144 佐用町役場 健康福祉課

54 但馬 668-0025 豊岡市幸町7-11 (直)0796-26-3669 0796-26-3795 兵庫県但馬県民局　豊岡健康福祉事務所監査・福祉課

55 但馬 香美町分区 669-6592 美方郡香美町香住区香住870-1 (代)0796-36-1111 0796-36-3809 香美町役場 福祉課

56 但馬 新温泉町分区 669-6792 美方郡新温泉町浜坂2673番地の1 (代)0796-82-3111 0796-82-2970 新温泉町 健康福祉課　 福祉係

6 北区


